
Ｎｏ． 日付 コート 時間 スコア

#22 9月1日 1 12:00 W#20 柴 麻美 新井 晴夏 W#21 奥野 由 山田 紗也香 2(21-7,15-21,19-17)1

#21 9月1日 2 10:30 W#17 永田 唯 菅原 和子 W#18 奥野 由 山田 紗也香 1(21-16,22-24,11-15)2

#20 9月1日 1 10:30 W#16 柴 麻美 新井 晴夏 W#19 柳 希 白幡 亜美 2(15-21,21-10,15-9)1

#17 9月1日 2 9:00 2位 片桐 菜摘 櫻井 いづみ B1位 永田 唯 菅原 和子 0(9-21,11-21)2

#18 9月1日 3 9:00 C1位 松山 紘子 畑 恵 2位 奥野 由 山田 紗也香 1(12-21,22-20,6-15)2

#19 9月1日 4 9:00 2位 渡邊 典代 佐々木 彩実 D1位 柳 希 白幡 亜美 0(15-21,10-21)2

#16 9月1日 1 9:00 A1位 柴 麻美 新井 晴夏 2位 吉澤 智恵 米村 信子 2(21-17,21-10)0

#4 8月31日 Seed4 奥野 由 山田 紗也香 Seed13 川崎 菜々子 オト 恵美里 2(21-15,22-20)0

#15 8月31日 Seed12 松本 恋 松本 穏 Seed13 川崎 菜々子 オト 恵美里 0(18-21,17-21)2

#14 8月31日 Seed4 奥野 由 山田 紗也香 Seed5 柳 希 白幡 亜美 1(21-18,18-21,12-15)2

#10 8月31日 Seed5 柳 希 白幡 亜美 Seed13 川崎 菜々子 オト 恵美里 2(21-11,21-10)0

#5 8月31日 Seed5 柳 希 白幡 亜美 Seed12 松本 恋 松本 穏 2(21-16,14-21,17-15)1

#9 8月31日 Seed4 奥野 由 山田 紗也香 Seed12 松本 恋 松本 穏 2(21-15,21-19)0

#11 8月31日 Seed3 松山 紘子 畑 恵 Seed6 斎藤 愛莉 井上 夏緒里 2(22-24,21-17,15-11)1

#8 8月31日 Seed6 斎藤 愛莉 井上 夏緒里 Seed11 渡邊 典代 佐々木 彩実 0(19-21,16-21)2

#3 8月31日 Seed3 松山 紘子 畑 恵 Seed11 渡邊 典代 佐々木 彩実 2(21-17,21-12)0

#10 8月31日 Seed2 永田 唯 菅原 和子 Seed7 吉澤 智恵 米村 信子 2(16-21,21-17,15-9)1

#7 8月31日 Seed7 吉澤 智恵 米村 信子 Seed10 畠 奈々子 三浦 早苗 2(21-7,21-8)0

#2 8月31日 Seed2 永田 唯 菅原 和子 Seed10 畠 奈々子 三浦 早苗 2(21-8,21-9)0

#9 8月31日 Seed1 柴 麻美 新井 晴夏 Seed8 片桐 菜摘 櫻井 いづみ 2(21-13,21-11)0

#6 8月31日 Seed8 片桐 菜摘 櫻井 いづみ Seed9 脇田 朱里 大迫 未来 2(22-20,21-8)0

#1 8月31日 Seed1 柴 麻美 新井 晴夏 Seed9 脇田 朱里 大迫 未来 2(21-12,21-6)0
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